
国保連合会の当座口振込通知書, 過誤返戻付せん

および再審査依頼付せんの様式変更について

後期高齢者医療制度創設に伴う請求支払システム導入

等により, 国保連合会の当座口振込通知書, 過誤返戻付

せんおよび再審査依頼付せんの様式が全面的に見直され

ましたので, お知らせします｡

これにより, 両付せんともに国保・退職・老健用と後期高齢者医療用に区分けされ, 従

来の特殊サイズからＡ４サイズに統一されることになりました｡

また, 従来過誤返戻付せんは橙色, 再審査依頼付せんは緑色でしたが, 国保・退職・老

健用と後期高齢者医療用ともに白色となります｡

なお, 新付せん添付による返戻レセプトは５月処理分より取り扱われるため, 医療機関

には６月24日前後に届くこととなります｡ また, 当座口振込通知書の様式については６月

25日支払分から変更されます｡

※後期高齢者医療用の新付せんは内容調整中です｡
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－ 必 読－ ７月度請求書 (６月診療分)
提 出 期 限△

基金 10日(木)
午後５時まで△

国保 10日(木)
午後５時まで△

労災 14日(月)
午後５時まで

☆提出期限にかかわらず,
お早目にご提出ください｡
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労災診療費算定基準の一部改正についてのＱ＆Ａ
４月１日

１. 初診料

２. 外来管理加算

３. 四肢の特例取り扱い
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Ｑ Ａ

Ｑ１ 他保険等により傷病の診療を継続
している期間中に, 同一医療機関で,
業務上の事由または通勤による負傷
または疾病により初診を行った場合,
初診料を算定できることとなったが,
他保険等により傷病の診療を継続し
ている診療科と, 業務上の事由また
は通勤による負傷または疾病により
初診を行った診療科が同一の診療科
の場合, 労災保険による初診料は算
定できるか｡
また, 他保険等により傷病の診療

を継続している診療科と業務上の事
由または通勤による負傷または傷病
により初診を行った診療科が別であっ
ても, 診療を行う医師が同一の場合,
初診料は算定できるか｡

Ａ１ 他保険等により傷病の診療を継続
している診療科と業務上の事由また
は通勤による負傷または疾病により
初診を行った診療科が同一であって
も, 医師は, 初めて受診する医療機
関における医師と同様に, 労災事故
の状態等を把握する必要があること
から, 初診料を算定できる｡
また, 診療科が別であって, 診療

を行う医師が同一の場合も同様に初
診料を算定できる｡

Ｑ Ａ

Ｑ２ 外来管理加算について, 健康保険
においては, おおむね５分を超えて
直接診療を行っている場合に算定で
きるものであるが, 労災保険におけ
る外来管理加算の特例については,
診療時間がおおむね５分を超えない
場合等であっても外来管理加算の特
例は算定できるのか｡

Ａ２ 外来管理加算の特例については,
健保点数表の再診料の注６にかかわ
らず, 当該被災労働者に対して医学
管理を行った場合, 所定点数に52点
を加算して算定できるものである｡

Ｑ Ａ

Ｑ３ ADL加算については, 四肢加算は
できないのか｡

Ａ３ 四肢の傷病に係る疾患別リハビリ
テーションを行った場合におけるADL
加算については, ADL加算の点数を
1.5倍にして算定できない｡



４. 処 置

５. リハビリテーション
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Ｑ Ａ

Ｑ４ Ｊ119 消炎鎮痛等処置の３ 湿布処
置について
｢半肢の大部又は頭部, 頸部及び顔

面の大部以上にわたる範囲の湿布処
置が行われた場合に算定できる｣ と
あるが, その範囲に達していない場
合は, 算定できないと考えるのか｡

Ａ４ 半肢の大部又は頭部, 頸部及び顔
面の大部以上にわたる範囲より狭い
範囲に行った湿布処置の評価につい
ては, 基本診療料に含まれるもので
あることから, その範囲に達してい
ない場合は, 湿布処置を算定でき
ない｡

Ｑ Ａ

Ｑ５ 平成20年３月31日付け基労補発第
0331004号の記の９について
｢改定後は, 傷病に関わらず, 標準

的算定日数を超えて疾患別リハビリ
テーションを継続して行う場合は,
診療費請求内訳書の摘要欄に標準的
算定日数を超えて行うべき医学的所
見等を記載することとする｡｣
とあるが, 標準的算定日数を超えた
場合は, 全ての疾病に対して, 医学
的所見等の記載が必要か｡

Ａ５ 改定前は, ①算定日数の上限を超
えて疾患別リハビリテーションを行
う患者のうち, 治療を継続すること
により状態の改善が期待できると医
学的に判断される場合は, 診療費請
求内訳書の摘要欄に継続の理由等の
必要事項を記載するかまたは労災リ
ハビリテーション評価計画書を診療
費請求内訳書に添付させることと取
り扱っていた｡ また, ②算定日数の
上限の除外対象とならなかった傷病
であって, 算定日数の上限を超えて
疾患別リハビリテーションを行う必
要性および効果が認められる場合は,
労災リハビリテーション評価計画書
を診療費請求内訳書に添付させるこ
とと取り扱っていた｡
改定後は, 傷病にかかわらず, 標

準的算定日数を超えて疾患別リハビ
リテーションを継続して行う場合は,
診療費請求内訳書の摘要欄に標準的
算定日数を超えて行うべき医学的所
見等を記載することとしたもので
ある｡
したがって, リハビリテーション

の必要性および効果が認められるも
のについて, 標準的算定日数を超え
て疾患別リハビリテーションを継続
して行う場合は, 全ての傷病に対し
て, 診療費請求内訳書の摘要欄に標
準的算定日数を超えて行うべき必要
性, 医学的効果等の医学的所見等の
内容を記載すること, または, 労災
リハビリテーション評価計画書を添
付することが必要となる｡



６. 職業復帰訪問指導料
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Ｑ Ａ

Ｑ６ 平成20年３月31日付け基労補発第
0331004号の記の９について
｢改定後は, 傷病にかかわらず, 標

準的算定日数を超えて疾患別リハビ
リテーションを継続して行う場合は,
診療費請求内訳書の摘要欄に標準的
算定日数を超えて行うべき医学的所
見等を記載することとする｡｣
とあるが, ｢労災リハビリテーション
評価計画書｣ と全て同内容を記載す
ればよいのか, それとも, 単に必要
性・医学的効果等のみの記載でよい
のか｡

Ａ６ 標準的算定日数を超えて疾患別リ
ハビリテーションを継続して行う場
合は, 標準的算定日数を超えて行う
べき必要性, 医学的効果等の医学的
所見等の記載を必要としているもの
であり, ｢労災リハビリテーション評
価計画書｣ の全ての内容を記載する
必要はない｡
なお, 労災リハビリテーション評

価計画書をレセプトに添付して提出
する場合には, レセプトの摘要欄に,
標準的算定日数を超えて行うべき医
学的所見等を記載する必要はない｡

Ｑ７ 平成20年３月31日付け基労補発第
0331004号の記の９について
健康保険においては, 標準的算定

日数を超えて疾患別リハビリテーショ
ンを行う患者のうち, リハビリテー
ションを継続することにより状態の
改善が期待できると医学的に判断さ
れる場合は, リハビリテーションの
実施計画書を作成した月にあっては,
改善に要する見込み期間とリハビリ
テーションの継続の理由を摘要欄に
記載した上で, リハビリテーション
実施計画書の写を添付することでも
差し支えないとされている｡
このような場合においても, 診療

費算定内訳書の摘要欄に医学的所見
の記載または ｢労災リハビリテーショ
ン評価計画書｣ の添付が必要か｡

Ａ７ リハビリテーションの取り扱いに
おいて, リハビリテーションの実施
計画書を作成した月にあっては, 改
善に要する見込み期間とリハビリテー
ションの継続の理由を摘要欄に記載
した上で, リハビリテーション実施
計画書の写を添付することでも差し
支えないとしていることから, この
ような場合には, 診療費算定内訳書
の摘要欄に医学的所見の記載または
｢労災リハビリテーション評価計画書｣
の添付は必要ない｡

Ｑ Ａ

Ｑ８ ｢職業復帰訪問指導料｣ について
(１) 指導内容・指導方法(文書・口頭
等)は医療機関の任意でよいのか｡

(２) 診療録にはどの程度の内容を記
載すればよいのか｡

(３) 診療費請求内訳書の摘要欄に指
導内容等の記載を求める必要があ
るのか｡

Ａ８
(１) ｢職業復帰訪問指導料｣ は, 職場
に訪問し, 事業主等に対して, 職
業復帰のために必要な指導を行っ
た場合に算定できるものであるが,
その指導内容や指導方法について
は, 文書・口頭等を問わず, 医療
機関に任されるものである｡

(２) 診療録には, 職業復帰のために
必要な指導を行った内容の要点を
記載すればよい｡

(３) ｢職業復帰訪問指導料｣ の算定に
おいては, 診療費請求内訳書の摘
要欄に指導内容等を記載する必要
はない｡
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Ｑ Ａ

Ｑ９ ｢職業復帰訪問指導料｣ について
(１) 算定は指導した日とするのか｡
(２) 入院見込は主治医の判断による
ものと考えられるが, 結果的に１
月または６月を超える入院をしな
かった場合でも算定できるのか｡

(３) 再入院の場合, 新たに算定でき
るか｡
例 ４月１日入院, ６月30日退院
し, その間３回指導料を算定し,
10月１日に再度入院した場合
(入院見込み１か月を超える) さ
らに３回算定可能か

(４) 転医の場合,新たに算定できるか｡
例 Ａ病院に４月１日入院, ６月
30日退院 (３回指導料算定), ７
月１日にＢ病院入院 (入院見込
み１か月を超える) さらに３回
算定可能か

(５) 指導時期に制限はないのか｡ (入
院直後に数回指導)

(６) 平成20年４月１日以前より入院
している場合の取り扱いについて｡

Ａ９
(１) 入院中における算定については,
指導の実施日にかかわらず退院日
に算定する｡ また, 通院中におけ
る算定については, 指導の実施日
に算定する｡

(２) 入院期間が継続して１月を超え
ると見込まれる傷病労働者におい
て, 結果的に入院期間が１月を超
えなかった場合でも, ３回まで算
定できる｡ ただし, 入院期間が継
続して６月を超えると見込まれる
傷病労働者において, 結果的に入
院期間が６月を超えなかった場合
は, ３回までの算定となる｡

(３) 再入院 (入院期間が１月を超え
ると見込まれる場合) の場合でも,
職業復帰訪問指導料の算定要件を
満たせば, 算定できる｡

(４) 転医 (入院期間が１月を超える
と見込まれる場合) の場合でも,
職業復帰訪問指導料の算定要件を
満たせば, 算定できる｡

(５) 指導時期に制限はないが, 主治
医の判断で適切な時期に実施され
たい｡

(６) 平成20年４月１日時点において,
入院期間が継続して１月もしくは
６月を超える傷病労働者または１
月もしくは６月を超える見込みの
傷病労働者についても算定可能で
ある｡

４／１において入院期間が継続して１月を超えているので, ４／10, ４／15に行った職業復
帰訪問指導につき, ４／20の退院日に２回算定できる｡

４／１において入院期間が継続して１月を超えていないので, ４／１時点において, 入院期
間が継続して１月を超えると見込まれる場合に, ４／10, ４／25に行った職業復帰訪問指導に
つき, ４／20の退院日に２回算定できる｡



労働者災害補償保険法施行規則の一部改正について
４月１日から

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令 (平成20年厚生労働省令第36号｡

以下 ｢改正省令｣ という｡) が平成20年３月18日に公布され, ４月１日から施行されるこ

ととなりましたのでお知らせします｡

記

１ 通勤災害保護制度の見直し

労働者災害補償保険法施行規則第８条に定める日常生活上必要な行為として, 新たに

｢要介護状態にある配偶者, 子, 父母, 配偶者の父母並びに同居し, かつ, 扶養してい

る孫, 祖父母及び兄弟姉妹の介護 (継続的に又は反復して行われるものに限る｡)｣ を加

える｡

要介護状態とは, 負傷, 疾病または身体上もしくは精神上の障害により, ２週間以上

の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい, 常時介護を必要とする状態に関する

判断は, 昭和48年11月22日付け基発第644号の別紙 ｢通勤災害の範囲について｣ 別表

｢常時介護を必要とする状態に関する判断基準｣ による｡

２ 二次健康診断等給付の見直し

(１) 二次健康診断等給付の支給要件について (新施行規則第18条の16第１項関係)

労働安全衛生法第66条第１項の規定による健康診断または当該健康診断に係る同条

第５項ただし書の規定による健康診断のうち, 直近のもの (以下 ｢一次健康診断｣ と

いう｡) において, 血圧検査, 血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患および

心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査のいずれの項目にも異常の所見が

あると診断された労働者に対しては二次健康診断等給付を行うこととなるところ, 当

該一次健康診断における検査項目を次のように改める｡

イ 血清総コレステロールの量の検査に代えて, 低比重リポ蛋白コレステロール

(ＬＤＬコレステロール) の量の検査を定める｡

ロ ＢＭＩの測定を腹囲の検査またはＢＭＩの測定に改める｡

(２) 二次健康診断の検査項目について (新施行規則第18条の16第２項関係)

二次健康診断として行う脳血管および心臓の状態を把握するために必要な検査項目

について, 空腹時の血清総コレステロールの量の検査に代えて, 空腹時の低比重リポ

蛋白コレステロール (ＬＤＬコレステロール) の量の検査を定める｡

平成13年３月30日基発第233号通達 ｢労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の

徴収等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について｣ 新旧対照表 (抄)
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改 正 前 改 正 後

第１ 二次健康診断等給付の創設
１ (略)
２ 改正の内容
(１) 二次健康診断等給付の支給要件
(新労災法第26条第１項及び新労災
則第18条の16第１項関係)

第１ 二次健康診断等給付の創設
１ (略)
２ 改正の内容
(１) 二次健康診断等給付の支給要件
(新労災法第26条第１項及び新労災
則第18条の16第１項関係)



2008年(平成20年)６月15日 No.1887( 8 )

(略)
ア 一次健康診断の結果, 次に掲
げる検査のすべての項目におい
て医師による異常の所見 (以下
｢給付対象所見｣ という｡) が認
められた場合に支給されること｡
(ア) (略)
(イ) 血中脂質の検査

次の検査のいずれか１つ以
上とする｡
・血清総コレステロール

(略)
(ウ) (略)
(エ) ＢＭＩ (肥満度) の測定

(以下略)

(略)
ア 一次健康診断の結果, 次に掲
げる検査のすべての項目におい
て医師による異常の所見 (以下
｢給付対象所見｣ という｡) が認
められた場合に支給されること｡
(ア) (略)
(イ) 血中脂質の検査

次の検査のいずれか１つ以
上とする｡
・低比重リポ蛋白コレステロー
ル (ＬＤＬコレステロール)
(略)

(ウ) (略)
(エ) 腹囲の検査又はＢＭＩ (肥満
度)の測定
(以下略)

(２) 二次健康診断等給付の範囲
ア 二次健康診断 (新労災法第26
条第２項第１号及び新労災則第
18条の16第２項関係)
(略)

(ア) 空腹時の血清総コレステロー
ル, 高比重リポ蛋白コレステ
ロール (ＨＤＬコレステロー
ル) 及び血清トリグリセライ
ド (中性脂肪) の量の検査
(空腹時血中脂質検査)

(以下略)

(２) 二次健康診断等給付の範囲
ア 二次健康診断 (新労災法第26
条第２項第１号及び新労災則第
18条の16第２項関係)
(略)
(ア) 空腹時の低比重リポ蛋白コ
レステロール (ＬＤＬコレス
テロール), 高比重リポ蛋白コ
レステロール (ＨＤＬコレス
テロール) 及び血清トリグリ
セライド (中性脂肪) の量の
検査 (空腹時血中脂質検査)
(以下略)

(５) 都道府県労働局長が病院又は診
療所を指定する際の手続(新労災則
第11条の３第２項及び第３項関係)
(略)
ウ 指定選考基準は次のとおりで
あること｡
(ア) 物的要件

(略)
ａ 下記の検査を行うことが
できる血液検査器具
血清総コレステロール,

高比重リポ蛋白コレステロー
ル (ＨＤＬコレステロール)
及び血清トリグリセライド
の量, 血中グルコースの量,
ヘモグロビンＡ１Ｃ

(以下略)

(５) 都道府県労働局長が病院又は診
療所を指定する際の手続(新労災則
第11条の３第２項及び第３項関係)
(略)
ウ 指定選考基準は次のとおりで
あること｡
(ア) 物的要件

(略)
ａ 下記の検査を行うことが
できる血液検査器具
低比重リポ蛋白コレステ

ロール (ＬＤＬコレステロー
ル), 高比重リポ蛋白コレス
テロール (ＨＤＬコレステ
ロール) 及び血清トリグリ
セライドの量, 血中グルコー
スの量, ヘモグロビンＡ１Ｃ

(以下略)



３ 職場意識改善助成金の創設

労災則第28条を新設し, 次のいずれにも該当する中小事業主に助成金を支給すると定

める｡ (新施行規則第28条関係)

(１) 次のいずれにも該当する中小事業主であると都道府県労働局長が認定すること｡

イ 労働時間等の設定の改善に向けた職場における意識の改善 (以下 ｢職場意識改善｣

という｡) に積極的に取り組むこと｡

ロ 次のすべての措置を記載した職場意識改善計画を作成し, 都道府県労働局長に届

け出ていること｡

(ａ) 実施体制の整備

① 労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施

するために必要な体制の整備

② その雇用する労働者からの労働時間等に関する個々の苦情, 意見および要望

を受け付けるための担当者の選任

(ｂ) 職場意識改善の措置

① その雇用する労働者への職場意識改善計画の周知

② 職場意識改善のための研修の実施

(ｃ) 労働時間等の設定の改善のための措置

① 年次有給休暇の取得の促進のための措置

② 所定外労働の削減のための措置

③ 次のいずれかの措置

(�) 労働者の多様な事情および業務の態様に応じた労働時間の設定

(�) 子の養育または家族の介護を行う労働者その他の特に配慮を必要とする労

働者に対する休暇の付与その他の必要な措置

(�) 在宅勤務その他の多様な就労を可能とする措置

(２) 職場意識改善計画に基づく措置を効果的に実施したと認められること｡

(３) 措置の実施の状況を明らかにする書類を整備していること｡
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薬価基準の一部改正
４月18日から

平成20年４月18日付厚生労働省告示第285号をもって薬価基準の一部が改正され, 告示

の日から適用されました｡

今回の改正は, 薬事法の規定に基づき承認を得た新医薬品で, 薬価基準への収載希望の

あった13成分20品目を, 薬価基準の別表に第６部として収載したものです｡

同時に, 同日付保医発第0418002号厚生労働省保険局医療課長通知により, 今回の新医

薬品の薬価基準収載に伴う留意事項が, 下記のとおり示されました｡

記

△

新たに収載されたもの (平成20年４月18日から適用)

＜ 内 用 薬 ＞

＜ 注 射 薬 ＞

＜ 外 用 薬 ＞
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品 名 規格・単位 薬価 (円)

アマージ錠2.5mg 2.5mg１錠 900.30

キプレス錠５mg ５mg１錠 199.70

グレースビット錠50mg 50mg１錠 228.00

グレースビット細粒10％ 100mg１ｇ 576.00

シングレア錠５mg ５mg１錠 199.70

チャンピックス錠0.5mg 0.5mg１錠 132.60

チャンピックス錠１mg １mg１錠 237.40

ネクサバール錠200mg 200mg１錠 5,426.20

ノベルジンカプセル25mg 25mg１カプセル 262.00

ノベルジンカプセル50mg 50mg１カプセル 410.60

レバチオ錠20mg 20mg１錠 1,179.80

ロナセン錠２mg ２mg１錠 77.30

ロナセン錠４mg ４mg１錠 145.00

ロナセン散２％ ２％１ｇ 699.40

品 名 規格・単位 薬価 (円)

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL１キット 2,203

クレキサン皮下注キット2000ＩＵ 2,000低分子ヘパリン国際単位
0.2mL１筒 1,037

メドウェイ注５％ ５％250mL１瓶 9,602

メドウェイ注25％ 25％50mL１瓶 9,602

リコモジュリン点滴静注用12800 12,800単位１瓶 38,352

品 名 規格・単位 薬価 (円)

タリムス点眼液0.1％ 0.1％５mL１瓶 9,383.20



△

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(１) アマージ錠2.5mg

本製剤の使用上の注意に, 片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与することと

されているので, 使用にあたっては十分留意すること｡

(２) レバチオ錠20mg (成分名：シルデナフィルクエン酸塩)

① 本製剤の効能・効果は, ｢肺動脈性肺高血圧症｣ であること｡

② 本製剤が ｢勃起不全｣ の治療目的で処方された場合には, 保険給付の対象としな

いこととする｡

(３) チャンピックス錠0.5mg, チャンピックス錠１mg

① 本製剤の薬剤料については, ニコチン依存症管理料の算定に伴って処方された場

合に限り算定できることとする｡ また, 処方せんによる投薬の場合においては, 処

方せんの ｢備考｣ 欄に ｢ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である｡｣ と記載

すること｡

② ｢療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項

等｣ (平成18年厚生労働省告示第107号) 第10第２号 (一) に規定する14日の投薬期

間制限のため, ニコチン依存症管理料の算定日以外の日に, ニコチン依存症管理料

の算定対象となる患者に対して ｢禁煙治療のための標準手順書｣ に基づき本剤が処

方された場合においても, ①と同様の取り扱いとする｡

③ ①にかかわらず, ニコチン依存症管理料を算定する禁煙治療を行っている患者が,

何らかの理由により入院治療を要することとなった場合, ニコチン依存症管理料の

施設基準を届け出ている保険医療機関に入院し, 患者本人の強い禁煙意志に基づき

禁煙治療を継続した場合に限り, 当該禁煙治療に要した本剤の薬剤料を, 入院して

いる保険医療機関において算定して差し支えない｡

当該薬剤料の算定に当たっては, 外来で実施されていた禁煙治療の内容を十分に

踏まえ, 継続して計画的な禁煙指導を行うために本剤が処方された場合に算定が認

められるものであること｡

また, 診療報酬請求の際には, 診療報酬明細書の摘要欄に, ｢外来においてニコ

チン依存症管理料を算定する患者に対し, 禁煙治療を継続するために処方した｡｣

と記載すること｡

なお, 入院の期間は, ニコチン依存症管理料の算定期間である12週間には含めな

いものとし, また, 当該入院中の処方については, ニコチン依存症管理料を算定で

きる治療回数である５回には含めない｡
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ピロキシカム製剤およびアンピロキシカム製剤の
薬事法上の効能・効果の一部削除について

平成20年４月３日付で薬事法の規定に基づき承認事項の一部変更承認がなされ, ピロキ

シカム製剤およびアンピロキシカム製剤の薬事法上の効能・効果が一部削除されたことに

伴い, 平成20年４月25日付保医発第0425001号で厚生労働省保険局医療課長から下記のと

おり ｢ピロキシカム製剤及びアンピロキシカム製剤の使用に当たっての留意事項｣ が示さ

れました｡

今回の効能・効果の一部削除は, 2007年６月, 欧州医薬品庁 (EMEA) において非ステ
ロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) のリスク・ベネフィットを評価した結果, ピロキシカムお
よびアンピロキシカムについては急性疾患の疼痛および炎症に対する治療への使用を制限

する等の勧告が出されたことを踏まえたものです｡

記

１. 効能または効果について, ピロキシカムカプセル剤およびアンピロキシカムカプセル

剤から ｢外傷後, 手術後及び抜歯後の鎮痛, 消炎｣ をピロキシカム坐薬から ｢外傷後,

手術後の鎮痛, 消炎｣ をそれぞれ削除とすること｡

２. 用法および用量について, ピロキシカムカプセル剤, アンピロキシカムカプセル剤の

１日の投与量をそれぞれ, ピロキシカムとして20mg を超えない量, アンピロキシカム

として27mg を超えない量とすること｡

３. 今回の承認事項一部変更承認に伴うピロキシカム製剤およびアンピロキシカム製剤の

表示の訂正および添付文書の改定については, 各製造販売業者に対し, 本日から遅くと

も３月以内に医療機関, 薬局等に対する訂正文書の送付および周知を徹底するよう指示

したこと｡
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被爆者健康手帳の無効通知について

次のとおり京都府健康福祉部長より無効通知が送付されましたので, ご留意ください｡

受 給 者 番 号 0018044

氏 名 波 間 タカコ

生 年 月 日 ―

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 20.４.14


